
 

 

梅雨前線上に積乱雲が重なり、激しい雨が続いています。折角の海の日も雨。我が家の中は、いつも洗

濯物で一杯。不思議なもので、天日に晒された洗濯物とは、肌触りも臭いも違う。気持ちまで湿りがち。

暑い夏が苦手な私までも、一刻も早い梅雨明け、そして夏の到来を願わずにはいられない今日この頃で

す。 

 

受賞おめでとうございます  

静岡市里親会長表彰者            里親養育功労者  清水区 里親ご夫妻 

第 65 回関東甲信越静里親協議会会長表彰者  里親功労者 葵区  里親ご夫妻 

 

新しい里親さん紹介 

養育里親・養子縁組里親登録     令和元年６月 26日    □ 駿河区  2 組 

親族里親登録               令和元年６月 26日    □ 駿河区  １組 

 

根生直子さんの送別会の開催！ 

 

 日 時 ： 令和元年７月３日（金）午後７時～９時 

会 場 ： ホテルシティオ 

  

外は生憎の雨となりましたが、会場は熱気むんむん、少人数ならではの心温まるひとときとなりまし

た。名物司会の永田副会長の名調子に乗って、センター理事長、事務局長と里親会会長からの挨拶の後、

松浦副会長の音頭により、乾杯が行われました。しばし歓談した後、送る言葉として、来賓の相原先生

や井出先生を筆頭に、次々と出席者から根生さんとの思い出話や暴露話に花が咲きました。 

 最後に、記念品や花束贈呈に続き、根生さんから心の籠ったお礼の言葉が出席者の皆さんに語られま

した。そして、参加者全員での記念撮影が行われ閉会となりました。 

根生さんは平成２３年４月に児童相談所に就職し後、平成２５年４月にセンターに転職され、計８年

間、里親支援事業の発展のために多大な貢献をしてくれました。 本当に、労を惜しまず尽くしてくれ

た根生さんに心から感謝、感謝です。 
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お め で と う 



 

 

 

 
 

☆子どもの発達と家族 
  

日 時：2019年 5月 12日（日）13:00～15:00 

場 所：アイセル２１（４Fホール） 

参加人数：里親 85人 

講師：静岡福祉大学子ども学部 子ども学科准教授 上野 永子先生 

 
≪感想》 

受託しての始めての研修で、今直面している悩み、疑問に触れた内容で大変参考になった。 

発達段階（課題）から、学校の役割や里子教育について分かりやすく、身近に感じられる 

内容だった。 

自分自身の気づきや勉強になり、意識して養育していく必要性を強く感じた。 

色々な事例が出てわかりやすかった。 

 

  

☆スタート研修  「自分を知る」「親の役目とは」「子どもの関わり」 
日 時：2019年①6月１９日（水）②7月 3日（水） ③7月 17日（水）10：00～12：00 

場 所：少年の家 

参加人数；①11名 ②11名③12名 

講師：静岡県立大学短期大学部 松平 千佳先生 

 
≪感想≫ 

・自分の気持ち（内面）を粘土や色鉛筆で表す時間を持ち、見つめ

直すことができた。 

・絵本の読み聞かせ、演出によってより興味を引きだすことを知り、実行してみようと思った。 

・愛を与える 5 つの方法は、自分主導にならないように、相手から何を求められているのか考える

きっかけができた。 

 

☆保護者のための特別支援勉強会 

日時：2019年 6月 22日（土）10:00～12:00 

場所：RSTセミナールーム 1階 

参加人数：里親 13名 

講師：障がい児成長支援協会理事長 山内 康彦先生 

 

≪感想≫ 

・しかるよりほめることは当たり前で一番大事とわかっていても中々出来ない 

・適性検査(高校)の問題。家に帰って一緒にやったら難しかった。 

 

スキルアップ研修 



 

 

２０１９年度 里親月間記念講演会 

 

☆思春期講座 「思春期の子どもの 7の課題について」 

日時：２０１９年①7月 2日（火） ②7月 8日（月）10:00～12:00 

場所：少年の家 

参加人数 ：7/2(月)11名  7/8（月）10名 

講  師 ： NPO 法人 かっぱらぱ編集室理事長 川島 多美子氏 

 

≪感想≫ 

愛着について自分自身振り返る時間になった。 

今の学校の中での子ども達の大変さを想像できた（内面） 

普段疑問に思っていたことの糸口が見えたり対応方法が見つけられた。 

先生の話し方や、声や動きが優しく心地よく聞きやすかった。 

 

 

 

 

 

 

この講演会は、毎年 10 月の里親月間に、静岡県、静岡市、浜松市、県里親連合会、静岡市里親会及び

浜松市里親会との共催で開催していますが、今年度は、静岡市が企画・運営する年に当たり、当センター

がその事務局を担当しています。 

ＳＢＳ静岡放送アナウンサーの原田さんは、静岡市の里親さん 20 組から取材し、里親さんが織りなす家

族の絆を 1 時間番組として制作し、平成 29 年５月に放送したところ、放送文化基金賞ラジオ部門最優秀賞

をはじめ、ギャラクシー賞など放送業界で権威ある三賞を受賞しました。 

 今回、講師としてお招きし、この番組の制作動機から裏話まで話をしてもらいます。 

講演の後は、ラジオ出演した里親とのパネルディスカッションを予定しています。是非、多く

の皆様の参加をお願いします。 

 

 ～本当の親子 本物の親子～ 
 

 

講 師   原田 亜弥子 氏  ＳＢＳ静岡放送アナウンサー 

   日 時   令和元年１０月２０日（日）１３：００～１６：００   

     会 場   アイセル２1  1階ホール   

申込先   静岡市里親家庭支援センター ☎２７５－２２５２ 

 



日 時：令和 1年７月６日（土） 

場 所：きてこ 料理工房 

参加者：子供 ５人 大人 ６人 

    静大ｃｃｐチーム ４人 

    センター職員 ２人 

 

 

 

 

進路のこと。就職のこと。これからみんなが生きていく未来のこと。考えてみよう。 

今年度は、特別支援学校・支援学級に通う中高生を対象に行います。「どんな仕事をしたいかな？結婚っ

てしてみたい？お仕事がお休みの日には何をする？住んでみたい場所は？」静岡大学教育学部の井出智

博准教授を講師に迎え、井出ゼミの学生も一緒になって、みんなで調べたり話し合ったりします。 

 

1回目 7月 30日（火）少年の家 10時～  

「お仕事調査隊 結成式」 

参加児童と学生の仲間づくりと、お仕事フェスタの際のレポートに 

ついての説明をします。 

 

2回目 8月 2 日（金）焼津市和田地域交流センター 10 時半～ 

「お仕事調査＠お仕事フェスタ」 

気になる仕事について、仕事をしている人（ライフワーカー）から直接話を聞けるお仕事フェスタに参

加し、学生がサポート役となりレポートを作成します。 

 

3回目 8月 9 日（金）10時～「調査結果発表＆お仕事体験計画」  

お仕事フェスタのレポート完成と発表。お仕事体験の計画をします   

4回目 9月以降 「お仕事体験にでかける」予定 

 

5回目 9月以降 「お仕事体験の振り返り」予定 

 

 

里親会主催 CCP顔わせクッキング 

 

７月６日（土）きてこ 料理工房にて C・C・Pの顔合わせ 

クッキングを開催しました。  

静大ｃｃｐチームのいでっちこと井出先生や学生達に、自己 

紹介の時はドキドキだった子ども達も次第にお姉さん、お兄さんと仲良くなり一緒にホットケーキを作

りました。混ぜたり、焼いたり、子ども達の顔は真剣そのもの。上手に盛り付けられたお皿をみて 

笑顔・笑顔 !(^^)!  何回もおかわりした子どももいました。別室で話をしていた里親さん達

も美味しくごちそうになりました。 

子ども達も仲良くなり、1回目 7月 30日（火）「お仕事調査隊 結成式」は 

良いスタートができそうです。 

内 容 



「ばぁばんち」は、こどもとこどもを育てる里親さんを

応援する支援拠点のひとつとして、6月 4日にオープンし

ました。月 2回、ばぁばが自宅を開放してくださり、予

約制で少人数の里親子が集いゆったりと過ごしていま

す。木のおもちゃを中心に、月齢にあったあそびを、そ

の子に合った“たのしい！”をばぁばが一緒に探してく

れます。 

 

 

 

 

    

フォスタリング チェンジ プログラム 

褒め上手になりましょう！ 
FCPでは、全 12回のセッションで沢山の方略（スキル）

を身につけます。その中から受講者に人気のある方略

のひとつ“褒める”を紹介します。 

多くの子どもはこれをするだけで行動に変化が現れま

す。養育者は子どもの良い面に目を向ける癖がつき、

そこに気づいてもらえると子どもはもっとあなたに喜

んでもらいたいと良い行動が増えていきます。 

参加者の声 

❥木のおもちゃが沢山あって、ゆっくり時間が流れ

るような素敵な空間でした。気軽に相談でき安心で

きます。 

❥ばぁば里親に話しを聴いてもらうことで安心し

ました。 

こうして遊べて、子どもに良い刺激になったと思い

ます。 

❥音の鳴るおもちゃを近づけると、その方を目で追

うように楽しんでいることがわかりました。 

 

褒めるコツ 褒めるスキルを練習しましょう 

★具体的に  ☆心の底から  ★すぐに（今でし

ょ！） 

☆一貫して（昨日も明日も） 

★適切に（良い行動◎：不作法には無視） 

☆気付く（ネタ探し）  ☆褒めた後にけなさない 

★ジェスチャーや笑顔だけでも OK 

日々、子どもや家族に一生懸命頑張るお父さん、お母

さん、自分自身をねぎらい褒めることもお忘れなく！ 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/46/9b/b6/469bb6791071ad8f3c910c1c727fd825.png&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/192599321540872378/&docid=TS9K4-52Un-6xM&tbnid=i6Tu5z4b8USrHM:&vet=10ahUKEwi0icfu5NPhAhXE62EKHWR_BroQMwieAShSMFI..i&w=1261&h=1600&bih=521&biw=1093&q=grandmother with kids illustration free&ved=0ahUKEwi0icfu5NPhAhXE62EKHWR_BroQMwieAShSMFI&iact=mrc&uact=8


「仲良くなろう合同サロン！！」年度はじめの合同サロンは、自己紹介から始まりました。短

い言葉の中にも、ベテランさんからは、経験から得た深い愛情が、新人さんからは、緊張感や

いきごみ、迷いなどが伝わってきました。フリ―トークでは新人さんの胸の内をちょっと年配さんが共感をも

って聞く姿が感動的でした。 

「初心忘るべからず」今年度も皆さん仲良くやっていきましょうね。   駿河区 ワカ 

総勢 38 名の参加のサロン。大人も子供も大にぎあいでした。里親登録 3 年未満・申

請者の方などフレッシュな里親さんがたくさん参加してくれました。研修に参加して

の感想や子どもの成長色んな話がでました。今回は退職される根生さんのお別れ会も

しました。 根生さんと楽しいひとときを過ごす事が出来てよかったです。根生さん

お疲れ様でした(^O^) 

昼食は、里父お手製の鳥の照り焼き半熟卵のせ丼ぶりやたけのこの煮物、味噌汁。 

後は、差し入れのおかず達みんなで美味しくいただきました。 

今後も子供たちの成長と共にサロンの場が盛り上がると良いと感じました。 駿河区 担当 

     

 

今年も常葉短大の学生さん達と楽しい時間を過ごしてきました。広々とした室内には

色々なおもちゃがあり、学生さん達が優しく声をかけ遊んでくれました。梅雨の晴れ間、お

庭で水遊びもできました。子ども達も大喜びで遊んでいました。そして学生さん達から手遊

びうたと絵本の読みきかせ、でんでん太鼓の素敵なプレゼントをもらいました。里母さん達

は学食ランチに大満足。常葉短大保育科の鈴木先生、学生さん達にはお世話になりました。  

ありがとうございました。                      清水区 担当 

                    

 

  

合同サロン  ４月 
日時：平成 31 年 4 月 23 日（火）参加者： 19 名  

場所：静岡市児童相談所 プレールーム 

 

里 親 サ ロ ン   ６月 

日時：令和１年６月 26 日（水） 

参加者：37 名  場所：駿河区 

 

 

日 時： 令和１年７月 10 日（水） 

参加者： 20 名 場所：常葉大学短期大学部 

 

 

ちびっこサロン  ７月 

    



 

 

 

令和元年５月 12 日(日)10 時からアイセル 21 研修室で開催された総会では、第 1 号議案「平成

30 年度事業報告」、第 2号議案「平成 30年度収支決算及び監査報告」、第 3号議案「2019 年度事業

計画」、第 4号議案「2019年度収支予算」についてご審議いただき、満場一致で承認されました。 

午前中はきのいい羊たちによる運動プログラムに子ども達もとても楽しそうでした。当日は、静岡常

葉短期大学学生・静岡福祉大学学生のボランティア 17 名にご協力いただき大変助かりました。 

今年度は、静岡福祉大学 福祉心理学科 相原眞人教授をお招きして「里親養育と研修の必要

性」についてお話ししていただきました。 

≪研修の必要性≫ 

◎ 心が傷ついた子どもを養育する場合が多いから         施設の専門職と同じような 

◎ いわゆる「実親」以上の労力を必要とするから         知識と技術が必要 

 ≪参加者感想≫ 

＊ 色んな研修に参加して多くの知識を取り入れ子育てに役立てていきたいと思った。 

＊ 研修を受けながら、子どもにとって良い安定ある家族でありたいから沢山の勉強をしてスキルをあ  

げていこうと思いました。 

里親会の会員の皆様、静岡市児童相談所所長を始めとする来賓の皆様には、ご多用中、参加していた

だき誠に有難うございました。 

 

 

第 65 回 関東甲信越静 新潟大会  2019 年 7 月 22 日 

 

基調講演は、全国里親会副会長津崎哲郎氏による「中途養育と里子の成長プロセス」という演題の話を

聴きました。委託される子どもの特性から始まり委託後の子どもの反応などを体験を交えながら話して

くれたので、とても解り易かった。「今やっていることの結果をすぐ求めず、少し待ってください。子ど

もはその時わからなくても、いずれ分かる時が来ます。親というのは唯一の存在でありかけがえのない

家族なのです」私も子供にわかってもらいたいために自分の気持ちや考えをおしつけてし

まう時があり、少し待ってあげる事が出来ない。里子の素直な声を聞き里親である私自身

も、待つことができるように頑張ります (^^)v 

午後の分科会は、 

①「子どもの知る権利について」   ②「愛着形成について」 

③「子どもの特性に応じた教育を考える」  ④「里親に求められること」 

⑤「里親への養育支援を考える」  の 5 つに分かれそれぞれの課題について勉強しました。 

子ども達の最善の利益を保障するために私たち里親はもっと勉強し、そして多くの里親仲間と繋がり助

け合いながら一人でも多くの子どもたちを幸せにできるようにしたいですね。 

 

今回は大会前日から新潟へ。到着後から食べ歩き、市場では焼き牡蠣・焼き帆立を食べその後 

回転寿司。お寿司はとても美味しくて食べすぎてしまいました。夜は他地域の里親さん達と、 

親睦を兼ねての食事会。料理も地酒も最高！！会話も弾み楽しいひとときを過ぎしました。 

2019年度 里親会総会 
日 時：令和元年 5 月 12 日（日）10 時～ 

参加者： 75 人（里親） 場 所：アイセル 21 

場 所：新潟市 朱鷲メッセ  

参加者：９人 

 



第５２回 社会貢献者表彰の受賞 ！ 

 

  

当センターが公益財団法人社会貢献支援財団の第５２回社会貢献者表彰を受賞しま

した。 

NPO法人の当センターは、平成２３年４月に静岡市里親支援業務を委託されてからこの間、

「啓発」、「研修」、「相談・支援」を活動の３本柱に、静岡市児童相談所や静岡市里親会、

さらには、静岡乳児院や静岡ホームと連携して総合的な里親支援に努めた結果、里親委託

率に代表されるように里親支援機関として全国でトップクラスの活動をするまでになりま

した。 

 今回の受賞は、これまで公的機関が中心となって日本の社会的養護を担ってきた中で、

民間団体として里親委託推進に大きく貢献していることが高く評価されたものです。 

 表彰式典は、次のとおり開催され、当センターの眞子理事長と里親会の眞保会長が出

席しました。 

 

 □ 日時：令和元年７月２２日（月）１０時３０分～ 

 □ 場所：帝国ホテル東京 本館２階 孔雀の間 

 □ 内容： 

  （１）表彰式 

  （２）祝賀会 

 □ 副賞  ５０万円授与 

 

 社会貢献者表彰とは 

 社会貢献者表彰は、人々や社会のために尽くした方々を表彰し、日本財団賞が贈られ

ます。 

 社会貢献者は、広く社会の各分野において、社会と人々の安寧と幸福のために尽くさ

れ、顕著な功績を挙げながら報われる機会の少なかった方を対象としています。 

 表彰の対象となる功績は、緊急時の人命救助、社会福祉の増進や青少年の育成などへ

の多年にわたる功労、国際協力、海の環境保護と安全保持などで、式典は、毎年夏と冬

に開催されます。 

 社会貢献者表彰事業は、モーターボートレース公益資金による日本

財団の助成金の交付を受けて実施されています。 
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   活動報告 (4 月～7 月)  

４月 19日（金） 相談員会議 静岡市児童相談所にて 

４月 20日（土） ライオンズクラブ BBQ 大会  （里親会行事） 
参加者  ９人 

静岡市葵区大間にて 

４月 21日（日） 浜松市里親会交流会     （里親会行事） 
参加者 ３人 

浜松市児童相談所にて 

４月 23日（火） 合同サロン 

参加者  19人 

静岡市児童相談所にて 

４月 25日（木） 静岡市里親会役員会 静岡市児童相談所にて 

５月 12日（日） 静岡市里親会総会  （里親会行事） 
「里親養育と研修の必要性」 
講師 静岡市福祉大学 教授 相原 眞人 氏 
参加者  94人 

アイセル 21 にて 

５月 12日（日） スキルアップ研修 

「子どもの発達と家族」 

講師 静岡市福祉大学 准教授 上野 永子氏 

参加者  87人 

アイセル 21 にて 

５月 17日（金） ちびっこサロン 

参加者  12人 

子育て支援センターにて 

５月 21日（火） 相談員会議 静岡市児童相談所にて 

５月 23日（木） リサイクル交換会（里親会行事） 

参加者 18 人 

静岡市児童相談所にて 

 

５月 29日（水） 里親サロン 

参加者 18 人 

葵区にて 

６月 11日（火） 静岡市里親家庭支援センター 理事会・総会 少年の家にて 

６月 18日(火) 
 

静岡市宅建協会  出前講座 
参加者    23人 

エスパテオ 

６月 19日(水) 
 

スタート研修 ① 
講師 静岡県立大学 短期大学教授 松平千佳氏 
参加者  11人 

少年の家にて 

６月 21日（金） 相談員会議 静岡市児童相談所にて 

６月 22日（土） スキルアップ研修 

「保護者のための特別支援勉強会」 

講師 障がい児成長支援協会 理事長 山内康彦氏 

参加者 13 人 

RST ビルにて 
 

６月 26日（水） 里親サロン 

参加者  37人 

駿河区にて 

６月 27日（木） 養育里親登録前・更新研修    
参加者   26人 

静岡市児童相談所にて 

７月 2日（火） スキルアップ研修 

「思春期の子どもの課題について」 

講師 NPO 法人かっぱらぱ編集室理事長 川島多美子氏 

参加者  9人 

少年の家にて 

 



 

＜ 今後の予定 ＞ 

８月 ２日（金）      お仕事フェスタ           

９月 ２日（月）       乳児院懇談会      

９月 ６日（金）     ちびっこサロン                           

 ９月 ８日（日）     ふれあい祭り 

９月 10 日（火）     スキルアップ研修（真実告知）      

９月 21・22日       合同サロン（キャンプ） 
９月 26日（木）       里親サロン    清水区         

           

 

 

 

 

 

 

  

庭園の見える、和モダンの空間での食事会。 

親御さんそれぞれのあたたかい心遣いに支えられ、            

豪華なお子様御膳をみんなお行儀良く食べられて、 

大きくなったなぁ！  頑張っているな〜！ 

子どもたちの成長を実感できる楽しいひとときでした。 

   食後は元気いっぱい♫    みんな仲良しなのが嬉しいです。 

新一年生、これからの成長も楽しみです。 ☆ 片瀬裕子 ★  

７月３日（水） スタート研修 ② 
講師 静岡県立大学 短期大学教授 松平千佳氏 
参加者  11人 

少年の家にて 

７月６日（土） 里親制度説明会 
参加者  ５人 

きてこ 

７月６日（土） 中高生のためのクッキング ①（里親会行事） 
参加者 17 人 

きてこ 

７月 7日（日） 一年生お祝い会  （里親会行事） 
参加者 15人 

葵区レストラン 

７月９日（水） スキルアップ研修 

「思春期の子どもの課題について」 

講師 NPO 法人かっぱらぱ編集室理事長 川島多美子氏  

参加者 10 人 

少年の家にて 

７月 10日（水） ちびっこサロン 
参加者   20 人 

常葉大学短期大学部にて 

７月 16日（火） 相談員会議 静岡市児童相談所にて 

７月 17日（水） スタート研修 ③ 
講師 静岡県立大学 短期大学教授 松平千佳氏 
参加者  12人 

少年の家にて 

１年生 お祝い会 

この前は、１年生のお祝い会 

ありがとうございました。 

本も買いました。 

と、可愛いお手紙をいただき

ました。 



皆様のご支援に感謝いたします 

（平成31年4月1日～令和元年6月30日） 

正会員                  

漆畑光時 遠藤みさ子 眞子義秋 眞保和彦 西井秀明 永井民子 福永博文 松浦雅江 村田久美子 

有限会社港工業 清水道男・加代 佐野多恵子 加藤博章 柚木美乃 土方洋子 土屋直子 永田 正  

水元明美 窪谷容子 白鳥裕子 若月容子 鈴木陽子  

個人賛助会員 

青木康代 石上輝子 伊澤律子 今村道子 近藤正美 近藤正子 高塚貞雄 内藤純代 北山和賀  

長曽我部仲子 宮城 隆 本田理恵子 坂本雅江 久保田仁美 佐野容子 鈴木寛彦 大澤美恵子  

末永淳子 青木久枝 榧守嘉明 山本智ひろ 長島可並 萩原孝之 望月直人 青島加代子 浅沼君子 

望月秀樹 望月たえ子 鈴木トマジ里絵 小柳津君枝 髙山鐘子 近藤孝邦 朝倉妙子 木内幸枝 

 望月亜紗子 加治正行 堀田道子 大利奈穂 安居院晶子 高橋三紀子 江川カヨコ 宮城島豊 

団体賛助会費 

  あゆみ保育園 中部機電ｻｰﾋﾞｽ㈱ 医療法人社団マッキー タカオ旅館 沼上こども園 ㈱アクア 

ゆりかご保育園 ㈲細澤建材興業 あゆみ第 2こども園 三恵有限会社 春日保育園  

寄付者 

東海ビバッレジ 眞子義秋 本田理恵子 坂本雅江 久保田仁美 杉村宣行 鈴木寛彦 青木久枝  

宗教法人曹洞宗久應院 鈴木克美 外立昌子 守屋 明 土方洋子 高橋三紀子 江川カヨコ  

中川雅夫 土屋直子 匿名    

 

敬称略・順不同で掲載させていただきました。 

皆様から寄せられた会費や寄付金は、本センターが取り組む事業のために大切に使わせて頂きます。 

今後ともご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 
編 集 後 記 
 
センターに勤務するようになって、始めてのなでしこ通信です。この３か月、里親相談会や里親研修に 

同席をし、色々なことを学びました。里親さんも忙しい中で、研修に参加して下さり感謝しています。 

研修後、里親さんから「自分のことを振りかえるきっかけや、気づきも多かった」など多くの声が聞か 

れました。里親さん一人一人が、目の前の子どものために、深い愛情を持ち、より養育の向上を目指して 

いる努力に感謝しています。 

養育に不安や困ったなあ…と感じた時、一人で抱え込まず、里親仲間や支援センターに相談をしてくだ  

さい。支援センターは、里親さんの応援団ですので、一緒にやっていきましょう。 

今後共、里親さんから色々なことを教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。       

す。 

 

ＮＰＯ法人 静岡市里親家庭支援センター 

〒420－0947 静岡市堤町914番地の 417（静岡市児童相談所内） 

TEL．２７５－２２５２・FAX．２５５－２０５２ 

担当者 望月（秀）望月（た）杉山 トマジ 
E-mail: satooya＠skyblue.ocn.ne.jp 

 


	①表紙（短く）
	②③スキルアップ
	④CCP
	⑤ばぁば,FCP
	⑥サロン他
	⑦総会・関ブロ
	⑧⑨社会貢献者表彰
	⑩⑪活動報告書
	⑫編集後記

